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▲

本日のプログラム
　「退任挨拶」
　武　和志 副会長，藤井一也 S.A.A.，
　和氣伸吉 職業奉仕委員長，根木克己 社会奉仕委員長，
　齋藤信也 国際奉仕委員長，
　三垣日出人 新世代奉仕委員長

▶6月27日のプログラム
　「退任挨拶」
　西下裕平 会長，佐々木篤 幹事

「イニシエーションスピーチ」 大河原　喬 会員

6月6日のプログラム

　私は，1942年12月24日　午歳生まれです。
　小中高時代を岡山で過ごし，大学４年間と学校教師４年間で８年間東京生活を
経験後，1970年岡山に帰り，現在の会社に入社，勤務。
　趣味は川柳・写真・古武道・茶道。
　NPO 法人理事長・カルチャーゾーンまちづくりの会会長を通してまちづくり活
動中。
　大先輩である人から最近教えられた桜についてお話をいたしたいと思います。
　皆様，一般に「花」と申しますと何の花だと思いますか。
　「桜」。本当は桜ではありません。梅なのです。
　古代，貴族の時代は花といえば梅でした。時代が下って武士の政権の時，花は桜となったのです。パッ
と咲き，パッと散る潔さを武士は好み，武具に桜の模様が多く描かれるようになったのです。
　更に，桜については，本来の桜は山桜，大糸桜，彼岸桜が基本の桜でした。この桜を基本として造られ
たのが染井吉野なのであります。

例会報告（6/6）

出席報告
　会 員 数　88名（内出席免除者20名）
　出 席 者　66名
　出 席 率　78.57％（前々回訂正後出席率84.71％）
　ビジター　０名

お 食 事
（ミリオンダラーミール）
シーフードカレー，サラダ，コーヒー



会長挨拶・報告
　みなさんこんにちは。６月になりました。本年度最後の理事・役員会を終了しました。理事・役員の皆
さま，一年間お疲れ様でした。お力添えをいただき，洵にありがとうございました。
　次週はチャーターナイトであります。今月は親睦活動月間でもあります。楽しい特別例会を予定してい
ます。ご夫人にご参加いただきまして，お出かけ下さいますようお願い申し上げます。

幹事報告
１．昨日，新旧合同プログラム委員長会議が岡山全日空ホテルにて開催されました。横手現プログラム

委員長と諸國次期プログラム委員長が出席されました。
２．昨日，RI 第2690地区留学生のオリエンテーションがアークホテル岡山にて開催されました。井上英

雄カウンセラーが出席されました。
３．ガバナー月信を回覧いたしますので，ご覧下さい。
４．他クラブ週報を回覧いたしますのでご覧下さい。

第12回理事・役員会報告
１．新入会員（松本　崇 様）選挙について　承認。
２．深田浩史 会員の入会承認。親睦活動委員会に配属。
３．優良社員表彰の報告について　承認。
４．職場訪問の報告について　承認。
５．「ロータリーの目的」看板について　承認。

新入会員入会式
　深田　浩史（ふかだ　ひろし）会員
　昭和40年５月24日生まれ
　三井生命保険㈱東中国支社長
　推薦者：西下裕平 会長，根木克己 会員

2013年度米山記念奨学生紹介
　王 琳（オウ リン）さん
　岡山理科大学工学部大学院工学研究科修士課程在学中（中国・山東省青州市出身）
　王さんは，出身地の高校を2006年に卒業後，青州市の日本語学校で約２年間日本語を学びました。
　2008年４月に岡山理科大学に入学，知能機械科を専攻し，大学３年生時には成績優秀ということで学長
表彰を受け，卒業論文を済ませた後，４年生の３月には日本機械学会，中国四国講演会で留学生では非常
に珍しい優秀発表賞を受賞し，岡山理科大学工学部研究奨励賞も受賞しました。
　研究内容は，様々な形の管の内側の形状に沿って，空気圧のみを動力源として，湾曲しながら自走する
ロボットの開発だそうです。
　2012年度からは，岡山理科大学大学院工学研究科修士課程に進学して研究を続けています。
　王さんは見かけの通り，おっとりしたまじめそうな学生で，いわゆる「理系の女」という感じはいたし
ません。中国の自宅には富士山の絵が飾ってあるそうです。日本のことが好きで，日本の伝統文化と西洋



文化の両方で構成されている現在の日本文化をもっと学びたいとのことです。
　これから１年間，皆様のテーブルに月替わりで私共々お伺いする予定ですので，よろしくお願いいたし
ます。 （カウンセラー：赤松興一 次年度米山記念奨学会委員長）

（註）2013年度 第2690地区受入れ米山記念奨学生　19名
　　　（国籍別内訳）中国12名，韓国４名，ベトナム２名，バングラデッシュ１名

委員会報告
●親睦活動委員会　荒川謙三 委員長
　本日18時30分よりアークホテル岡山にて新入会員歓迎会を開催します。現在56名の出席の回答をいただ
いております。皆様，時間に遅れないようによろしくお願いします。
　次週13日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念特別例会を開催しますのでよ
ろしくお願いします。なお，10日程前から事務局のパソコンの調子が悪くて，回答をいただいた出欠の集
計ができなくなり，一部の会員の皆様にはご迷惑をお掛けしました。

お祝い行事
会員誕生日　　　世良，河和，藤原（徹），菅野，若林，大西，鳥居
会員夫人誕生日　深田 
結婚記念日　　　土井，舟橋，近藤（聡），阿部，村松，鳥居，吉野，内山（淳）

S A A

●スマイル●
西下 本日最終の理事・役員会を終えました。理事・役員の皆様，一年間ありがとうございまし

た。新会員深田さんをよろしくお願いします。奨学生の王琳さん，頑張って下さい。
石井 米山奨学生 王琳さん，ようこそ岡山東 RC へ。
佐々木 ①深田さん，ようこそ東 RC へ。ご入会おめでとうございます。　②王琳さん，頑張って勉

強して下さい。
舟橋 今週末，学生達と81名で大バーベキュー大会をすることになりました。内山隆義会員には

お肉の手配で大変お世話になりました。27kg のお肉を皆で食べ尽くそうと思います。
砂山 ７ヶ月ぶりにゴルフをしました。練習もしませんでしたが，何とか100が切れました。来期

に向けて元気である様に白内障の手術に入ります。本年度も100％近く出席出来ましたこ
と，皆様のおかげと感謝しております。

井上（一） 私の絵の展覧会が無事終わりました。東ロータリー会員の皆様にもお越しいただき，あり
がとうございました。

赤松 本日は，米山奨学生 王琳さんを紹介させていただきます。いい娘ですのでよろしくお願い
いたします。

深田 本日より入会させていただきます。精一杯頑張りますので，どうぞよろしくお願い申し上
げます。

根木 深田さんをよろしくお願いいたします。
眞殿 長い間欠席しました。仕事に夢中で，もう一店舗開店予定です。
井上（英） 昨日，ロータリー奨学生のオリエンテーションに行って来ました。当ロータリーの奨学生

の海野さんはお元気でした。
土井 池田さんにトヨタ自動車社長の取材で大変お世話になりました。おかげでいい紙面ができ

ました。ありがとうございました。
菅野 誕生日ありがとうございます。
大河原 スピーチの感謝として。有難うございました。
 14件　60,000円



新入会員歓迎会（6/6）

　６月６日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，本年度第２回目の新入会員歓迎会が新入会員４名を
含む総計52名が出席して，賑々しく開催されました。
　会長より，会員増強はクラブの活性化を図るうえで大変重要なことであり，クラブ行事や事業活動を通
して親睦を深めて楽しいロータリーライフを送ってくださいと挨拶がありました。その後，新会員の唄の
披露などもあって，和やかで楽しい歓迎会となりました。

大西 直規 会員　平成25年３月７日入会
岡山県青果物販売㈱代表取締役

（推薦者）舟橋弘晃 会員，眞殿重喜 会員

藤岡 千秋 会員　平成25年３月14日再入会
サンポーエンジニアリング㈱代表取締役会長

（推薦者）坪井俊郎 パスト会長，西下裕平 会長

大河原 喬 会員　平成25年５月９日入会
大河原農機㈱代表取締役

（推薦者）西下裕平 会長，近藤典博 会員

深田 浩史 会員　平成25年６月６日入会
三井生命保険㈱東中国支社長

（推薦者）西下裕平 会長，根木克己 会員



第 10 回ゴルフ同好会（6/9）

　６月９日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて第10回ゴルフ同好会が開催され，総勢31名が日ご
ろの腕を競いました。梅雨の時期ではありましたが，天候に恵まれ，気持ちよくプレーをすることができ
ました。
　好スコア続出の中，更井パスト会長が優勝し，最後の取り切り戦出場資格を獲得されました。なお，坪
井パスト会長，横山ゴルフ同好会会長，多田パスト会長，髙藤会員のご配慮により優待価格でプレーする
ことができました。ありがとうございました。
　表彰式は西下会長年度最後ということもあり，アークホテル岡山に移してゴルフ同好会打ち上げ会も併
せて盛大に行われました。本日の結果の発表とともに，７月７日に行われる取り切り戦への抱負を語るな
ど楽しくすごし，１年間のお互いの健闘と来年への抱負を語りあいました。
　１年間ゴルフ同好会の担当をさせていただき皆さんには色々とご迷惑をおかけしましたが，温かいご配
慮をいただき本当にありがとうございました。次回，石井会長年度の第１回ゴルフ同好会は，７月７日

（日）赤坂レイクサイドカントリークラブにて前年度取り切り戦も併せて開催されます。皆様ふるってご参
加ください。 ［文章・写真提供：佐藤英明 会員］

（例会） OUT IN GROSS HD NET
優勝　更井　正人 37 40 77 7 70
２位　西下　裕平 41 42 83 13 70
３位　藤岡　千秋 39 41 80 8 72
ＢＧ　三垣日出人 35 36 71 +1 72

横山同好会会長の打ち上げ会開会挨拶 多田パスト会長の乾杯

優勝 更井パスト会長と準優勝 西下会長

西下会長挨拶



2013.6.13　第 2149 例会

チャーターナイト記念特別例会
（於 アークホテル岡山）

出席報告
　会 員 数　88名（内出席免除者20名） 出　席　者　73名
　出 席 率　87.95％（前々回訂正後出席率85.88％） ご夫人参加　16名

　６月13日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念特別例会が開催されました。

西下会長挨拶
　我がクラブは，昭和44年２月８日に創立され，２月26日に RI 国際ロータリーより認証状伝達，６月
14日にチャーターナイトの祝宴を開催しております。例年６月の第２週の木曜日に特別例会を行うのも，
そのためであります。本年度は「頑張ろう日本，賑わいのロータリー」をテーマにロータリー活動を展
開してまいりました。そして，2690地区では最も栄誉ある「RI 意義ある業績賞」もいただきます。これ
は，ひとえに会員皆さまのご支援ご協力の賜物でございます。そして，なにより，ご夫人皆さまのご支
持あったればこその一年でございました。今宵も賑やかに楽しく，愉快にお過ごしくださいますよう，
どうぞよろしくお願い申し上げます。

　西下会長挨拶につづき，チャーターメンバー（片山義久パスト会長，横山洋パスト会長）への記念品贈呈
とチャーターメンバーによるメッセージがあり，入院中の片山パスト会長がビデオを通じて，「45年のロー
タリー人生を踏まえてこれからもクラブの活性化と新しいことに挑戦してオンリーワンの独特なクラブに
してほしい旨」を病床から要望されました。「在籍25年度表彰」のあとは，西下会長らが扮するカリスマ
シェフやカリスマソムリエによるおいしい千屋牛やワインに舌鼓を打ち，またひな壇メンバーによるカラ
オケの熱唱，お世話になった親睦活動委員会の「たすき引継式」など，盛りだくさんの行事が行われ，最
後に「手に手つないで」の合唱で記念例会を終わりました。

昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状 西下会長開会あいさつ 荒川親睦活動委員長あいさつ

横山洋パスト会長
（出張中につき欠席）

片山義久パスト会長
（入院中につき欠席）

チャーターメンバーに記念品贈呈

片山パスト会長　病床からのメッセージ



近藤典博会員 北村正発会員 丹羽国泰パスト会長

「在籍25周年表彰」

「乾杯」西本パスト会長

武副会長と藤井 SAA の共演（男の背中）

「新入会員挨拶」

西下，佐々木カリスマシェフの登場

武，藤井カリスマソムリエの登場

西下会長と石井次期会長の熱唱（兄弟仁義）



佐々木幹事と舟橋次期幹事の共演（兄弟船）

西下会長ご夫妻

「たすき引継式」荒川委員長から高橋次期委員長へ

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

― 合唱「手に手つないで」 ―

「閉会あいさつ」武副会長 「司会」渡辺学会員

次期親睦活動委員会の皆さん


